
緩和ケア研修会修了者 佐久医療センター

氏名 ｶﾅ  担当
秋山 岳 ｱｷﾔﾏ ｶﾞｸ   消化器外科
新崎 直輝 ｱﾗｻｷ ﾅｵｷ   研修医
有賀 茜 ｱﾘｶﾞ ｱｶﾈ   整形外科
有賀 智輝 ｱﾙｶﾞ ﾄﾓｷ   循環器内科
石毛 広雪 ｲｼｹﾞ ﾋﾛﾕｷ   乳腺外科
市川 聡裕 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾋﾛ   放射線診断科
伊藤 黄 ｲﾄｳ ｷｲ   研修医
伊東 正文 ｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ   研修医
伊藤 唯 ｲﾄｳ ﾕｲ   消化器内科
植松 大 ｳｴﾏﾂ ﾀﾞｲ   消化器外科
牛丸 遥香 ｳｼﾏﾙ ﾊﾙｶ   研修医
江郷 晶 ｴｺﾞｳ ｱｷ   研修医
遠藤 秀紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ   呼吸器外科
遠藤 秀俊 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾄｼ   外科
大浦 也明 ｵｵｳﾗ ﾅﾘｱｷ   呼吸器内科
大久保 悠 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳ   放射線治療科
大隈 彩加 ｵｵｸﾏ ｱﾔｶ   形成外科
大沢 紘介 ｵｵｻﾜ ｺｳｽｹ   腎臓内科
大瀬良 省三 ｵｵｾﾗ ｼｮｳｿﾞｳ   消化器内科
太田 百夏 ｵｵﾀ ﾓﾅﾂ   研修医
荻原 美紀 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐｷ   小児科
奥井 紀光 ｵｸｲ ﾉﾘﾐﾂ   消化器外科
奥田 裕也 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾔ   小児科
小口 治 ｵｸﾞﾁ ｵｻﾑ   産婦人科
小瀧 祐 ｵﾀｷ ﾕｳ   脳神経外科
小山 恒男 ｵﾔﾏ ﾂﾈｵ   内視鏡内科（胃腸科）
梶尾 知信 ｶｼﾞｵ ﾄﾓﾉﾌﾞ   腎臓内科
勝連 拓磨 ｶﾂﾚﾝ ﾀｸﾏ   産婦人科
河合 俊輔 ｶﾜｲ ｼｭﾝｽｹ   消化器外科
北原 遼 ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ   泌尿器科
木村 哲郎 ｷﾑﾗ ﾃﾂｵ   呼吸器内科
工藤 彰治 ｸﾄﾞｳ ｱｷﾊﾙ   消化器内科
國枝 献治 ｸﾆｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ   腫瘍内科
窪田 淳志 ｸﾎﾞﾀ ｱﾂｼ   救命救急センター
熊澤 琢也 ｸﾏｻﾞﾜ ﾀｸﾔ   放射線治療科
郡 真裕子 ｺｵﾘ ﾏﾕｺ   消化器外科
後藤 真也 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾔ   麻酔科
小林 わかの ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾉ   救命救急センター
近藤 沙織 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｵﾘ   産婦人科
坂田 正梧 ｻｶﾀ ｼｮｳｺﾞ   消化器内科
佐々木 賢太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ   研修医
佐々本 格 ｻｻﾓﾄ ｲﾀﾙ   腎臓内科
椎野 明日実 ｼｲﾉ ｱｽﾐ   救命救急センター
塩ノ﨑 元博 ｼｵﾉｻﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ   研修医
塩ノ崎 萌 ｼｵﾉｻﾞｷ ﾓﾕﾙ   救命救急センター
嶋崎 剛志 ｼﾏｻﾞｷ ﾀｹｼ   救命救急センター
島谷 晴美 ｼﾏﾔ ﾊﾙﾐ   精神神経科
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清水 孝明 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｱｷ   泌尿器科
清水 雄太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ   耳鼻咽喉科
杉原 毅彦 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｹﾋｺ   消化器外科
鈴木 文武 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾀｹ   消化器外科
須田 千秋 ｽﾀﾞ ﾁｱｷ   救命救急センター
高橋 亜紀子 ﾀｶﾊｼ ｱｷｺ   内視鏡内科（胃腸科）
滝 美波 ﾀｷ ﾐﾅﾐ   循環器内科
武知 寛樹 ﾀｹﾁ ﾋﾛｷ   呼吸器内科
竹花 卓夫 ﾀｹﾊﾅ ﾀｸｵ   消化器外科
楯川 幸弘 ﾀﾃｶﾜ ﾕｷﾋﾛ   小児外科
田中 順子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ   血液内科
近澤 優太 ﾁｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ   研修医
寺嶋 咲稀 ﾃﾗｼﾞﾏ ｻｷ   研修医
天満 雄一 ﾃﾝﾏ ﾕｳｲﾁ   糖尿病・内分泌内科
堂畑 雄一 ﾄﾞｳﾊﾀ ﾕｳｲﾁ   腫瘍内科
友利 彰寿 ﾄﾓﾘ ｱｷﾋｻ   消化器内科
仲井 育子 ﾅｶｲ ｲｸｺ   産婦人科
中澤 剛士 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾖｼ   血液内科
長瀬 通隆 ﾅｶﾞｾ ﾐﾁﾀｶ   腫瘍内科
仲野 惟 ﾅｶﾉ ﾕｲ   腎臓内科
中山 剛 ﾅｶﾔﾏ ﾂﾖｼ   泌尿器科
新津 宏和 ﾆｲﾂ ﾋﾛｶｽﾞ   心臓血管外科
長谷島 さや ﾊｾｼﾞﾏ ｻﾔ   小児科
畑 侑希 ﾊﾀ ﾕｳｷ   呼吸器内科
服部 佑亮 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｽｹ   研修医
半田 喜美也 ﾊﾝﾀﾞ ｷﾐﾔ   乳腺外科
比佐 岳史 ﾋｻ ﾀｹｼ   消化器内科
福島 秀樹 ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞｷ   消化器内科
藤井 彩乃 ﾌｼﾞｲ ｱﾔﾉ   研修医
藤澤 郁哉 ﾌｼﾞｻﾜ ｲｸﾔ   研修医
古川 祐太朗 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ   救命救急センター
細田 健 ﾎｿﾀﾞ ｹﾝ   研修医
真岸 亜希子 ﾏｷﾞｼ ｱｷｺ   消化器外科
松島 凛太郎 ﾏﾂｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ   歯科口腔外科
松田 澄子 ﾏﾂﾀﾞ ｽﾐｺ   研修医
三石 俊美 ﾐﾂｲｼ ﾄｼﾐ   血液内科
宮坂 尚樹 ﾐﾔｻｶ ﾅｵｷ   研修医
宮田 佳典 ﾐﾔﾀ ﾖｼﾉﾘ   腫瘍内科
宮村 保吉 ﾐﾔﾑﾗ ﾔｽﾖｼ   救命救急センター
室伏 真里 ﾑﾛﾌｼ ﾏﾘ   麻酔科
森 勇一 ﾓﾘ ﾕｳｲﾁ   血液内科
両角 延聡 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾉﾌﾞﾄｼ   呼吸器内科
矢藤 有悟 ﾔﾄｳ ﾕｳｺﾞ   小児科
柳澤 悟 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻﾄﾙ   呼吸器内科
山添 泰佳 ﾔﾏｿﾞｴ ﾔｽﾖｼ   麻酔科
山田 淳也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ   研修医
山田 崇裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ   消化器内科
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山田 ひろみ ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ   循環器内科
山本 一博 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ   消化器外科
山本 桜 ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ   その他
山本 亮 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ   緩和ケア内科
山本 亮平 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ   呼吸器外科
油井 佐恵子 ﾕｲ ｻｴｺ   形成外科
吉兼 茅穂 ﾖｼｶﾈ ﾁﾎ   研修医
吉田 貴明 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｱｷ   脳神経外科
依田 惇志 ﾖﾀﾞ ｱﾂｼ   外科
米澤 あづさ ﾖﾈｻﾞﾜ ｱﾂﾞｻ   脳神経外科
和佐本 諭 ﾜｻﾓﾄ ｻﾄｼ   呼吸器内科
渡邉 茂也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾅﾘ   救命救急センター
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